
別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に要
した経費

交付金充当額 備　考

1 企業導入・産業活性化措置 産業普及・研究用施設設備整備事業 秋田県 141,784,900 140,459,100
2 企業導入・産業活性化措置 企業誘致ＰＲ事業 秋田県 5,380,405 5,220,000
3 県立技術専門校設備整備事業 秋田県 10,558,060 10,558,060
4 医療施設設備整備事業 秋田県 13,336,400 12,811,000
5 地域活性化措置 環境維持・保全・向上事業 秋田県 32,940,000 31,293,000

公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等措置



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度上期分）
様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称

1 企業導入・産業活性化措置 産業普及・研究用施設設備整備事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県

交付金事業実施場所
秋田市新屋町（産業技術センター、総合食品研究センター）
ほか５カ所（果樹試験場、農業試験場、畜産試験場、中央家畜保健衛生所、金属鉱業研修技
術センター）

交付金事業の概要

秋田県産業技術センター等におけるベント式射出成形機、可視光対応光スペクトラムアナライザー、３Ｄ形状計測システム、非
接触ジェットディスペンサー、ＣＨＮ元素分析装置、ニューマブラスター、蛍光顕微鏡、Ｘ線残留応力測定装置、動的粘弾性測
定装置、、トラクター、精液低温処理装置（ｺｰﾙﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ)、田植機（6条植え）、遺伝子増幅装置、組織回転培養装置、EPMA専
用PC更新（微少部走査Ｘ線分析装置用）の購入及び更新並びに秋田県畜産試験場における第１受電キュービクル保管室補強修
繕、構内柱上トランス揚替の修繕

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０～令和３年度）
　戦略２　社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略
　　２－２　中小企業・小規模事業者の活性化と生産性向上
　　　方向性（１）持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化
　　　　取組②中小企業の競争力強化
　　　　　　・「秋田県中小企業振興条例」に基づくきめ細やかな支援により、県内企業の付加価値と　
　　　　　　　生産性の向上による競争力強化を図るとともに、企業それぞれの課題解決に向けた取組
　　　　　　　を後押しします。

目標：産業技術センターにおける技術指導・相談件数 ３，２００件（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

事業期間の設定理由 －
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

成果実績 件 2,769 
目標値 件 3,200 
達成度 ％ 86.5%

産業技術センターに
おける技術指導・相
談件数
 ３，２００件

産業技術セン
ターにおける技
術指導・相談件
数



評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、県内の７公設試験研究機関で１７の機器を導入し、県内企業との共同研究や技術指導等に活
用することができましたが、産業技術センターの設備利用件数の減少により、成果目標は達成できませんでした。
次年度は、新規導入設備等を積極的にＰＲし、企業の生産性及び付加価値向上を図るほか、計画的な機器等の更新を
図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 台 16 14 17 
活動見込 台 16 14 17 
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 166,920,537 143,522,384 141,784,900
交付金充当額 166,260,017 142,728,584 140,459,100

うち文部科学省分
うち経済産業省分 166,260,017 142,728,584 140,459,100 768,136,013円

交付金事業の活動指標
及び活動実績 機器導入等数

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額

交付金事業の成果目標
及び成果実績



交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

ベント式射出成形機 一般競争入札 (株)十字屋 29,535,000
可視光対応光スペクトラムアナライザー 一般競争入札 美和電気工業(株)秋田営業所 5,060,000
３Ｄ形状計測システム 一般競争入札 サカタ理化学(株)秋田営業所 27,742,000

非接触ジェットディスペンサー 随意契約 (株)アオバサイエンス秋田支店 1,375,000
ＣＨＮ元素分析装置 一般競争入札 サカタ理化学(株)秋田営業所 8,910,000

エアブラストマシン（ニューマブラスター） 一般競争入札 タルイシ機工(株) 2,739,000
蛍光顕微鏡 一般競争入札 (株)アオバサイエンス秋田支店 5,467,000

Ｘ線残留応力測定装置 一般競争入札 サカタ理化学(株)秋田営業所 16,830,000
動的粘弾性測定装置 一般競争入札 (株)十字屋 22,385,000

トラクター 一般競争入札 (株)ヰセキ東北秋田支社 3,340,000

乗用田植機 一般競争入札 (株)ヰセキ東北秋田支社 1,925,000
第１受電キュービクル保管室（旧農機具収納庫）補強修繕 随意契約 (株)佐々木工務店 1,390,400

構内柱上トランス揚替 随意契約 東仙建設工業(株) 1,883,200

精液低温処理装置 一般競争入札 秋田県畜産農業協同組合 7,067,500

遺伝子増幅装置 随意契約 東北化学薬品(株)秋田支店 1,449,800

組織回転培養装置 一般競争入札 (株)サノ 1,936,000
EPMA専用PC更新（微少部走査Ｘ線分析装置用） 一般競争入札 東北化学薬品(株)大館営業所 2,750,000

交付金事業の担当課室 地域産業振興課、秋田うまいもの販売課、農林政策課、畜産振興課、資源エネルギー産業課

交付金事業の評価課室 地域産業振興課



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度上期分）

様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称

2 企業導入・産業活性化措置 企業誘致ＰＲ事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県
交付金事業実施場所 秋田市山王三丁目

交付金事業の概要
秋田県への企業誘致のための週刊東洋経済及び日刊工業新聞への広告の掲載並びに秋田県企業立地ガイド及
び秋田県企業立地マップの作成

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０年度～令和３年度）
　戦略２　社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略
　　２－３ 国内外の成長市場の取り込みと投資の促進
　　　方向性（３）成長産業等の誘致と企業の投資促進
　　　　　　　　・成長産業等の誘致、先進的なベンチャー企業の誘致を推進するとともに、誘致済企
　　　　　　　　　業と県内企業が技術・製品・サービスを相互に補完し合い双方がメリットを享受で 
                  きるようフォローアップを進めます。

目標：企業の誘致件数及び誘致済企業の施設・設備の拡充件数　２６件（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

事業期間の設定理由 －
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

成果実績 件 25 
目標値 件 26 
達成度 ％ 96.2%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

専門誌及び新聞に広告を掲載したことにより、本県への企業立地に関心を持った企業から多数の問い合わせを受け
ています。また、令和２年度は1,700件の企業訪問を行っており、その際に秋田県企業立地ガイドなどのパンフレッ
トを積極的に活用した結果、工業団地の分譲や分譲契約交渉へつながるなど十分な広告効果が得られています。
次年度以降も本県の立地環境をこれまで以上に広告していくため、広告掲載及び秋田県企業立地ガイド、秋田県企
業立地マップを更新し、プロモーションの強化を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

企業の誘致件数及び誘
致済企業の施設・設備
の拡充件数　     ２
６件

企業の誘致件数及び誘
致済企業の施設・設備
の拡充件数　

交付金事業の成果目標
及び成果実績



活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 件 1,944 2,131 1,700
活動見込 件 1,700 1,700 1,700
達成度 ％ 114.4% 125.4% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 5,912,914 5,368,955 5,380,405
交付金充当額 5,676,000 5,368,955 5,220,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 5,676,000 5,368,955 5,220,000 29,142,162円

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
専門誌ＰＲ 随意契約 (株)東洋経済新報社 4,191,000
新聞ＰＲ 随意契約 (株)日刊工業新聞社東北・北海道総局 805,255

新聞ＰＲ（版下作成） 随意契約 (株)バウハウス 63,800
パンフレット「企業立地ガイド」 随意契約 (株)三戸印刷所 266,750
パンフレット「企業立地マップ」 随意契約 (株)三森印刷 53,600

交付金事業の担当課室 産業集積課
交付金事業の評価課室 産業集積課

交付金事業の活動指標
及び活動実績 訪問企業数

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度上期分）

様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 県立技術専門校設備整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県

交付金事業実施場所
北秋田市綴子字街道下（鷹巣技術専門校）、秋田市新屋町字砂奴寄（秋田技術専門校）、
大仙市大曲川原町（大曲技術専門校）

交付金事業の概要
鷹巣技術専門校等における実習に必要な機器（パーソナルコンピュータ及びサーバ、パーソナル
コンピュータ、ＰＣ用テーブル・チェア、シーケンサ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)制御実習装置）、
マシンバイス、ストレートサンダー）の購入及び更新

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０～令和３年度）
　戦略１　秋田の未来につながるふるさと定着回帰戦略
　　１－１　社会減の抑制に向けた雇用の場の創出、人材育成・確保
　　　方向性（２）県内産業を支える人材の育成・確保に向けた取組
　　　　取組①　地域の産業界のニーズに応じた人材育成　
　　　　　　・地域の産業界のニーズを踏まえつつ、成長分野等を支える実践的な人材の育成や確保に
　　　　　　　取り組みます。

目標：修了生の関連業種への就職率　90％以上

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
事業期間の設定理由 －

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度
成果実績 ％ 89.3 
目標値 ％ 90.0 
達成度 ％ 99.2%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金の活用により、職業訓練に必要な機器を整備し実践的な訓練を行った結果、当該訓練科の就職希望者の就
職率は90.9％となりましたが、進学希望者もいたため、修了生の関連業種への就職率は、89.3％となり、わずかに目
標値には至りませんでした。
　次年度に向けては、訓練内容の拡充や科目の再編等により、引き続き時代の変化や地域のニーズに対応した訓練を
行うとともに、その訓練内容を広くＰＲすることにより、地域の産業を支える人材の育成や確保に取り組みます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

修了生の関連業
種への就職率　
90％以上

修了生の関連業
種への就職率

交付金事業の成果目標
及び成果実績



活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 台 2 2 6 
活動見込 台 2 2 6 
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 16,092,000 13,503,400 10,558,060
交付金充当額 16,092,000 13,503,400 10,558,060

うち文部科学省分

うち経済産業省分 16,092,000 13,503,400 10,558,060 73,331,060円

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

パーソナルコンピュータ及びサーバ 一般競争入札 (株)渡敬大館支店 7,554,800
随意契約 (株)アイネックス 712,800
随意契約 (株)アイネックス 88,000
随意契約 (株)アイネックス 83,600
随意契約 (株)アイネックス 115,060
随意契約 (有)阿部純商会 178,040
随意契約 (株)アイネックス 48,400
随意契約 (株)アイネックス 52,140
随意契約 (株)アイネックス 52,140
随意契約 (有)阿部純商会 48,212
随意契約 (有)阿部純商会 48,212

シーケンサ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)制御実習装置） 随意契約 太陽電機(株)秋田営業所 919,270
マシンバイス　 随意契約 (株)相場商店大曲営業所 273,556

ストレートサンダー 随意契約 (株)相場商店大曲営業所 383,830
交付金事業の担当課室 雇用労働政策課
交付金事業の評価課室 雇用労働政策課

交付金事業の活動指標
及び活動実績 機器導入数

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額

パーソナルコンピュータ

ＰＣ用テーブル・チェア



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度上期分）
様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称

4
公共用施設に係る整備、維持補
修又は維持運営等措置 医療施設設備整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県

交付金事業実施場所 秋田市千秋久保田町（総合保健センター）

交付金事業の概要 秋田県総合保健センターにおける人間ドッグの検査に必要な超音波検査装置及び呼吸器測定装置の更新

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０～令和３年度）
  戦略５ 誰もが元気で活躍できる健康長寿・地域共生社会戦略
   施策１ 健康寿命日本一への挑戦
　　方向性（３）：運動による健康づくりの推進
　　　　取組①：運動習慣の定着の促進
　　　　　　　　肥満や運動不足の解消に向けて、運動に取り組む機会を提供するとともに、年代や季
                節に応じた運動方法等を普及し、運動習慣の定着を図ります。
    方向性（６）特定健診やがん検診の受診率の向上
　　 　 取組①　特定健診の受診率向上
                ・県民が自身の健康状態を把握し生活習慣の改善につなげるため、健診受診に向けた普 
                　及啓発を強化するとともに、受診環境の整備を図ります。
        取組②　がん検診及び精密検査の受診率向上
                ・がん検診及び精密検査の受診を奨励するとともに、受診環境やがん検診の精度向上に
                　向けた体制を整備します。
　　方向性（７）高齢者の健康維持と介護予防の推進
　　　　取組①　高齢者への健康・運動指導等の推進
　　　　　　　　・高齢者の健康・生きがいづくりを支援するとともに、運動指導等を通じたロコモティ
　　　　　　　　　ブシンドローム予防や、加齢に伴う心身の活力の低下に対する適切な介入によるフレ　
　　　　　　 　 　イル予防を推進します。

目標：
 がん検診受診率（胃・大腸・肺・子宮頸・乳）　　　　　　     　 目標値   29.7～34.9％（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
事業期間の設定理由 －



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度
成果実績 ％ 17.7 
目標値 ％ 29.7 
達成度 ％ 59.6%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、総合保健センターでは検査機器が更新され、精度や効率性の高い健（検）診体制を確保する
ことができました。今後も、県民が自らの健康課題を認識し健康増進につなげられるよう、受診環境等を整備するこ
とで健（検）診受診率の向上を図ります。
※がん検診受診率については、平成30年度分より厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」の結果によることとし
ました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 台 2 2 2 
活動見込 台 2 2 2 
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 6,841,800 11,772,000 13,336,400
交付金充当額 6,574,400 11,572,000 12,811,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 6,574,400 11,572,000 12,811,000 56,997,020円

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

超音波診断装置 一般競争入札 (株)中央科学 11,319,000
呼吸機能測定装置 一般競争入札 (株)中央科学 2,017,400

交付金事業の担当課室 健康づくり推進課
交付金事業の評価課室 健康づくり推進課

がん検診受診率
29.7～34.9

がん検診受診率

交付金事業の活動指標
及び活動実績 機器導入数

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度上期分）

様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 環境維持・保全・向上事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県
交付金事業実施場所 秋田市千秋久保田町（秋田県健康環境センター）

交付金事業の概要
秋田県健康環境センターにおいて食品及び感染症の検査に必要な機器（生物顕微鏡、水分
活性測定装置、電気炉、恒温水槽、振とう恒温器）の更新

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０年度～令和３年度）
　基本施策３　安全・安心な生活環境の確保
　　施策２　暮らしやすい生活環境の確保
　　　方向性（２）：食品や水道の安全・安心の確保
　重点戦略５　誰もが元気で活躍できる健康長寿・地域共生社会戦略
　　施策３　医療ニーズに対応した医療提供体制の整備
　　　方向性（７）：その他施策関連事業
　　　　・食品の検査やつつが虫病の抗体検査に使用している機器を更新し、科学的な検査を継続実施
　　　　　することにより、食品の安全・安心と健康被害の防止を図る。

目標：食品の安全・安心に関する検査（令和２年度秋田県食品衛生監視指導計画）
　　　　　　　　　　　　　　水分活性測定装置　　　　　　２０検体
　　　　　　　　　　　　　　電気炉　　　　　　　　　　　２０検体
　　　　　　　　　　　　　　恒温水槽・振とう恒温器　各１００検体
　　　感染症に関する検査（つつが虫病）生物顕微鏡　　　　５０検体

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度

事業期間の設定理由 －
成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度

成果実績 検体 326 
目標値 検体 290 
達成度 ％ 112.4%

食品及び感染症に
関する年間分析検
体数２９０検体

食品及び感染症に
関する年間分析検
体数



評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　食品検査において、水分活性装置により21検体、電気炉により20検体、恒温水槽により
120検体、振とう恒温器により110検体の検査を実施し、食品の検査体制が維持されまし
た。
　感染症に関するつつが虫病の抗体検査において、生物顕微鏡により55検体の検査を実施
し、感染症に関する検査体制が維持されました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 台 1 1 5 
活動見込 台 1 1 5 
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 32,940,000 18,179,640 4,270,860
交付金充当額 31,293,000 18,179,640 4,270,860
うち文部科学省分
うち経済産業省分 31,293,000 18,179,640 4,270,860 61,902,900円

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
生物顕微鏡 一般競争入札 (株)サノ 1,727,000

水分活性測定装置 随意契約 (株)中央科学 1,241,460
電気炉（マッフル炉） 随意契約 (株)十字屋 559,900
恒温水槽（44.5℃） 随意契約 (株)中央科学 291,500

振とう恒温器（槽）（37℃） 随意契約 (株)中央科学 451,000
交付金事業の担当課室 環境管理課
交付金事業の評価課室 環境管理課

交付金事業の活動指標
及び活動実績 機器導入数

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額

交付金事業の成果目標
及び成果実績



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に要
した経費

交付金充当額 備　考

1 産業普及・研究用施設設備整備事業 秋田県 1,607,760 1,607,760
2 事業化プロデュース事業 秋田県 10,642,114 10,642,114

企業導入・産業活性化措置



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度上期分）
様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称
1 企業導入・産業活性化措置 産業普及・研究用施設設備整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県
交付金事業実施場所 秋田市新屋町（産業技術センター）

交付金事業の概要

JSAライブラリサーバの更新
秋田県は、「第3期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づき、今後も拡大が見込まれる成長分野（航空機・自動車・新
エネルギー関連・医療福祉関連・情報関連）等への参入促進や参入した企業の競争力強化を図るため、電源立地地域
対策交付金を活用して導入した研究機器等により、県内企業の生産性や付加価値の向上に向けた取組を支援します。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０～令和３年度）
　戦略２　社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略
　　２－２　中小企業・小規模事業者の活性化と生産性向上
　　　方向性（１）持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化
　　　　取組②中小企業の競争力強化
　　　　　　・「秋田県中小企業振興条例」に基づくきめ細やかな支援により、県内企業の付加価値と　　
　　　　　　　生産性の向上による競争力強化を図るとともに、企業それぞれの課題解決に向けた取組
　　　　　　　を後押しします。

目標：産業技術センターにおける技術指導・相談件数 ３，２００件（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
事業期間の設定理由 －



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度
成果実績 件 2,769 
目標値 件 3,200
達成度 ％ 86.5%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、産業技術センターでＪＡＳライブラリサーバを導入し、県内企業
との共同研究や技術指導等に活用することができましたが、産業技術センターの設備利用
件数の減少により、成果目標は達成できませんでした。
次年度は、新規導入設備等を積極的にＰＲし、企業の生産性及び付加価値向上を図るほ
か、計画的な機器等の更新を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 月 12 12 12 
活動見込 月 12 12 12 
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 1,473,552 1,594,560 1,607,760
交付金充当額 1,473,552 1,594,560 1,607,760
うち文部科学省分
うち経済産業省分 1,473,552 1,594,560 1,607,760 8,936,860円

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

JSAライブラリサーバの更新 随意契約 （一財）日本規格協会 1,607,760
交付金事業の担当課室 地域産業振興課
交付金事業の評価課室 地域産業振興課

産業技術センターに
おける技術指導・相
談件数
 ３，２００件

産業技術セン
ターにおける技
術指導・相談件
数

交付金事業の活動指標
及び活動実績 JSAライブラリサーバの

使用料

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度上期分）
様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称
2 企業導入・産業活性化措置 事業化プロデュース事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県

交付金事業実施場所
秋田市新屋町（産業技術センター）
秋田市山王三丁目（（公財）あきた企業活性化センター）

交付金事業の概要

産業技術センターで雇用する研究開発コーディネーター1名の人件費（12ヶ月分）及び公
益財団法人あきた企業活性化センターへの補助金（研究開発コーディネーター2名の人件
費（12ヶ月分））
秋田県は、電源立地地域対策交付金の活用により、県内企業の専門的な技術相談に対応する研究開発コーディネー
ターを配置し、新事業の萌芽のフェーズにおける共同体の構築や競争的資金の確保を支援します。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０～令和３年度）
　戦略２　社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略
　　２－２　中小企業・小規模事業者の活性化と生産性向上
　　　方向性（１）持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化
　　　　取組②中小企業の競争力強化
　　　　　　・「秋田県中小企業振興条例」に基づくきめ細やかな支援により、県内企業の付加価値と　　
　　　　　　　生産性の向上による競争力強化を図るとともに、企業それぞれの課題解決に向けた取組
　　　　　　　を後押しします。

目標：産業技術センターにおける技術指導・相談件数 ３，２００件（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
事業期間の設定理由 －



成果目標 成果指標 評価年度 令和３年度
成果実績 件 400 
目標値 件 360
達成度 ％ 111.1%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、研究開発コーディネータを（公財）あきた企業活性化センター及び秋田県産業技術セン
ターに配置し、県内企業支援を行うことができました。
次年度も、技術相談・指導や競争的資金獲得に向けた支援など、県内企業の生産性及び付加価値向上に向けた取組
を進めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 人月 60 60 36 
活動見込 人月 60 60 36 
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 22,950,000 21,390,000 10,642,114
交付金充当額 22,950,000 21,390,000 10,642,114
うち文部科学省分
うち経済産業省分 22,950,000 21,390,000 10,642,114 100,117,114円

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

研究開発コーディネータ人件費 雇用 研究開発コーディネータ1名 3,575,626
研究開発コーディネータ人件費 補助 (公財)あきた企業活性化センター 7,066,488

交付金事業の担当課室 地域産業振興課
交付金事業の評価課室 地域産業振興課

研究開発CDによる
指導・相談件数
 ３６０件／年

研究開発CDによ
る指導・相談件
数

交付金事業の活動指標
及び活動実績

研究開発CDの雇用量
(雇用人数（人）×雇用
期間（月））

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額

交付金事業の成果目標
及び成果実績



別紙
Ⅰ．事業評価総括表（令和２年度下期分）
（単位：円）

様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金事業に要
した経費

交付金充当額 備　考

1 企業導入・産業活性化措置 産業普及・研究用施設設備整備事業 秋田県 2,750,000 2,750,000



Ⅱ．事業評価個表（令和２年度下期分）
様式第８（第２２条関係）

番号 措置名 交付金事業の名称
1 企業導入・産業活性化措置 産業普及・研究用施設設備整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田県

交付金事業実施場所 秋田市新屋町（産業技術センター）

交付金事業の概要

県公設試験研究機関における、県内企業に対する技術指導等に必要な機器（恒温ブース用
エアコン室外機）の更新。
秋田県は、「第3期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づき、今後も拡大が見込まれる成長分野（航空機・自動
車・新エネルギー関連・医療福祉関連・情報関連）への参入促進や参入した企業の競争力強化を図るため、電源立
地地域対策交付金を活用して導入した研究機器等により、県内企業の生産性や付加価値の向上に向けた取組を支援
します。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

第３期ふるさと秋田元気創造プラン（平成３０～令和３年度）
　戦略２　社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略
　　２－２　中小企業・小規模事業者の活性化と生産性向上
　　　方向性（１）持続的発展に向けた企業の経営基盤の強化
　　　　取組②中小企業の競争力強化
　　　　　　・「秋田県中小企業振興条例」に基づくきめ細やかな支援により、県内企業の付加価値と　
　　　　　　　生産性の向上による競争力強化を図るとともに、企業それぞれの課題解決に向けた取組
　　　　　　　を後押しします。

目標：産業技術センターにおける技術指導・相談件数 ３，２００件（令和２年度）

事業開始年度 令和２年度 事業終了（予定）年度 令和２年度
事業期間の設定理由 －



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和３年度
成果実績 件 2,769 
目標値 件 3,200
達成度 ％ 86.5%

評価年度の設定理由
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

本交付金の活用により、産業技術センターで恒温ブース用エアコン室外機を導入し、県内企業との共同研究や技術
指導等に活用することができましたが、産業技術センターの設備利用件数の減少により、成果目標は達成できませ
んでした。
次年度は、新規導入設備等を積極的にＰＲし、企業の生産性及び付加価値向上を図るほか、計画的な機器等の更新
を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和２年度
活動実績 台 7 3 1 
活動見込 台 7 3 1 
達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和２年度 備　考

総事業費 8,445,180 15,037,000 2,750,000
交付金充当額 8,095,691 15,037,000 2,750,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 8,095,691 15,037,000 2,750,000 80,606,112円

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

恒温ブース用エアコン室外機 一般競争入札 タルイシ機工(株) 2,750,000
交付金事業の担当課室 地域産業振興課
交付金事業の評価課室 地域産業振興課

産業技術センターに
おける技術指導・相
談件数
 ３，２００件

産業技術センター
における技術指
導・相談件数

交付金事業の活動指標
及び活動実績 機器導入数

平成28年度～令和２年度
の総事業費合計額

交付金事業の成果目標
及び成果実績



別紙

Ⅰ．事業評価総括表（令和2年度）
（単位：円）

1

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

鹿角市体育施設整備事業 鹿角市 4,400,000 4,400,000 
鹿角市
総事業費：
5,170,000円

2
地域活性化措
置

藤里町立藤里保育園運営
事業

藤里町 4,400,000 4,400,000 
藤里町
総事業費：
4,504,783円

3

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

鳥海高原矢島スキー場圧雪
車購入事業

由利本荘市 18,636,190 18,636,190 
由利本荘市
総事業費：
36,000,000円

4

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

道路維持整備事業 にかほ市 6,000,000 6,000,000 
にかほ市
総事業費：
6,765,000円

5
地域活性化措
置

東成瀬村国保診療所運営
事業

東成瀬村 4,400,000 4,400,000 
東成瀬村
総事業費
4,835,493円

6
地域活性化措
置 たしろ保育園運営事業 大館市 4,400,000 4,400,000 

大館市
総事業費：
5,908,197円

番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又
は間接交付金事業

者名

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備考



番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又
は間接交付金事業

者名

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備考

7
地域活性化措
置 かみこあに保育園運営事業 上小阿仁村 4,400,000 4,400,000 

上小阿仁村
総事業費：
6,385,716円

8
地域活性化措
置 岩見三内保育所運営事業 秋田市 4,400,000 4,400,000 

秋田市
総事業費：
7,445,465円

9
地域活性化措
置 市立田沢湖病院運営事業 仙北市 35,299,000 35,299,000 

仙北市
総事業費：
42,153,246円

10
地域活性化措
置

湯沢市立皆瀬診療所運営
事業

湯沢市 4,400,000 4,400,000 
湯沢市
総事業費：
5,612,000円

11
地域活性化措
置

横手市立さんない保育園運
営事業

横手市 4,400,000 4,400,000 
横手市
総事業費：
6,531,906円

12
地域活性化措
置

横手市立ますだ保育園運営
事業

横手市 2,587,000 2,587,000 
横手市
総事業費：
4,558,986円

13

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

五城館照明器具LED化第２
期工事

五城目町 4,400,000 4,400,000 
五城目町
総事業費：
4,715,700円



番号 措置名 交付金事業の名称
交付金事業者名又
は間接交付金事業

者名

交付金事業に要し
た経費

交付金充当額 備考

14
地域活性化措
置 生活支援ハウス運営事業 羽後町 4,500,000 4,500,000 

羽後町
総事業費：
5,020,000円

15

公共用施設に
係る整備、維
持補修又は維
持運営等措置

街路灯維持運営事業 大仙市 4,579,092 4,579,092 
大仙市
総事業費：
7,295,215円



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

1
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置 鹿角市体育施設整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 鹿角市
交付金事業実施場所 鹿角市花輪字横沢地内

交付金事業の概要

　花輪スキー場アルペンコースの通称「Ｓ字付近」のカーブ外側2箇所に設置されているＡネット（競
技用セーフティネット）は、平成24年に設置されたものであり、経年劣化によるネットの破れ等が著
しくネット更新に交付金を充当します。

○花輪スキー場アルペンコースの競技用セーフティネットの更新
　①延　　長　：　アルペンコース　左側56ｍ、右側88ｍ
　②設置物品　：　セーフティネット及び取付金具

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
第6次鹿角市総合計画後期基本計画（平成28年度～令和2年度）
　基本目標4　豊かな心と文化を育むまちづくり
　　施策大綱4-2　地域をつくる生涯学習・スポーツ・文化の推進
　　　施策4-2-2　スポーツの推進
　　　　スキーや駅伝など、本市の特長を生かした競技スポーツの振興とスポーツによる交流人口の
　　　拡大を図るとともに、市民の健康づくりや生きがいづくりにも対応した生涯スポーツを推進し
　　　ます。
目標：スポーツ合宿奨励補助金利用人数　3,600人泊（令和2年度）
　　　スポーツ施設利用者数　　　　　　280,000人（令和2年度）

事業開始年度 平成28年度 事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由 第6次鹿角市総合計画後期基本計画の終期まで



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度
成果実績 人 339(実人数)
目標値 人 100 
達成度 339.0%

評価年度の設定理由
全国規模大会のダブル開催による事前合宿等の宿泊者数について、事業終了後、早期に評価します。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本事業を活用し、経年劣化による損傷の著しい防護ネットを更新することができました。また、ス
キー場の安全性の強化により、スポーツによる交流人口の拡大と市民の生涯スポーツの推進に寄与す
ることができました。
　その他にも、スキー場施設内に「令和２年度電源立地地域対策交付金事業」と表示することで、地
域住民へ本事業の周知が図られ、今後においても電源開発への理解及び協力に資することができまし
た。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 令和2年度
活動実績 人泊 1,124 
活動見込 人泊 3,600 
達成度 ％ 31.2%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考
総事業費 4,400,000
交付金充当額 4,400,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
物品購入 随意契約 日本ケーブル㈱東北支店 5,170,000

交付金事業の担当課室 総務部財政課
交付金事業の評価課室 総務部財政課

施設を利用し
た合宿による
宿泊者数

合宿奨励補助
金利用人数

交付金事業の活動指標
及び活動実績

施設を利用した合宿による
宿泊者数

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称
2 地域活性化措置 藤里町立藤里保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 藤里町
交付金事業実施場所 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇

交付金事業の概要

　0歳児保育などに対する要望など共働き支援に対応するため、平成12年から未満時保育を開始してお
り、町職員による質の高い保育サービスを行うことで、良好な保育環境の維持確保を図ります。

○藤里町立藤里保育園の保育士（職員）3名の人件費（令和2年7月1日～令和2年12月31日の6ヶ月分）

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

【主要政策・施策】
まち・ひと・しごと創生藤里町総合戦略（平成27年度～令和2年度）
基本目標3　出生率を増やす【出生率＝2.0】
⑨子育てのトータル支援の実現
　安心して子どもを預けられる保育園や幼稚園という視点から必要保育士数を算定し、保育士の労務
環境の改善等に取り組み保育士不足を解消します。また、子どもの遊び場づくりなどに取り組み、
トータルとしての子育てをしやすいまちづくりを進めます。

【目標】
保育士離職率 0％　待機児童 0名（令和2年度）

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由 まち・ひと・しごと創生藤里町総合戦略の終期まで



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度
成果実績 人 待機児童　0

目標値 人 待機児童　0

達成度 ％ 100.0%
評価年度の設定理由

継続実施しているため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　交付金事業により保育士の離職等のサービス低下を防ぎ、継続して良好な保育環境の維持確保が図
られました。引き続き、保育士の離職を防ぎ、良好な保育環境の維持を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
活動実績 人月 18 18 18 
活動見込 人月 18 18 18 
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考
総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成27年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 26,400,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 保育士3名 4,504,783 
交付金事業の担当課室 総務課
交付金事業の評価課室 総務課

待機児童0人
入所希望児童
数 －　年度当
初入所児童数

交付金事業の活動指標
及び活動実績 保育士の雇用量

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

3
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置 鳥海高原矢島スキー場圧雪車購入事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 由利本荘市
交付金事業実施場所 由利本荘市矢島町荒沢字長保田

交付金事業の概要

　鳥海高原矢島スキー場の圧雪車3台のうち1台は、整備後20年が経過し車体全体の腐食や破損が激し
く施設整備作業に支障をきたしているため、電源立地対策交付金を活用して圧雪車を更新し、作業効
率の向上と来場者へ安心・安全なサービスの提供を図ります。

○圧雪車1台の購入

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
　由利本荘市総合計画新創造ビジョン（令和2年度～6年度）
　1　力強い産業振興と雇用創出
　（7）観光の振興
　③観光振興の環境整備
　体験型観光のための観光交流拠点施設の整備と拠点間ネットワークの強化

目標：リフト利用客数　１シーズン250,000人（令和2年度）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度
成果実績 人 226,370
目標値 人 250,000
達成度 ％ 90.5%

評価年度の設定理由
一年間の施設入込客数による評価

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　本交付金を活用し、鳥海高原矢島スキー場の老朽化した圧雪車を更新したことで、スキー場施設の
管理体制の強化及び利用者サービスの向上を図ることができました。
　成果指標としていた入込客数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、目標値の90％程度
に留まりましたが、コロナ禍においても一定の水準を維持することができたものと捉えています。
　今後もスキー場施設の整備を進め、利用者の利便性向上を図ることで、環鳥海山エリアの観光振興
に寄与して参ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 令和2年度
活動実績 台 1
活動見込 台 1
達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費 令和2年度 備　考
総事業費 18,636,190
交付金充当額 18,636,190
うち文部科学省分 0
うち経済産業省分 18,636,190

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
圧雪車購入 指名競争入札 (株)湯沢自動車整備工場 39,820,000

交付金事業の担当課室 矢島総合支所産業課
交付金事業の評価課室 企画調整部総合政策課

R2リフト利用
客数
250,000人

入込客数
（人）

交付金事業の活動指標
及び活動実績 圧雪車購入台数（台）

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

4
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置 道路維持整備事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 にかほ市
交付金事業実施場所 にかほ市中三地字新川端地内

交付金事業の概要

　通勤・通学等による通行量が多く、市民の重要な移動ルートとなっている平沢・小出2号線につい
て、轍等の発生により舗装が悪化し、車両通行に影響を及ぼしている箇所の修繕工事を行い、安全・
安心な地域交通を維持確保します。

○市道　平沢･小出2号線舗装工
　施工延長260m
　施工幅員W=6.8m～7.2m　切削オーバーレイ工1,804㎡
　区画線工一式

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

交付金事業に関係する主要政策・施策：
第二次にかほ市総合発展計画（平成29年度～令和8年度）
　1 快適に暮らせるまち （1）交通ネットワークの整備
　・児童・生徒や高齢者が利用するコミュニティバスや冬期間の除排雪など、利用しやすい交通手段
の確保や道路維持を行う。
目標：　市道改良率　49.0％（令和3年度）市道舗装率　46.0％（令和3年度）

事業開始年度 令和元年度 事業終了（予定）年度 令和3年度
事業期間の設定理由 継続実施しているため



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度
成果実績 m 495 
目標値 m 955 
達成度 ％ 52%

評価年度の設定理由

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　令和2年度で平沢・小出2号線整備予定箇所のうち約52％が整備済みとなりました。本事業を実施し
たことにより、轍やクラック、舗装穴等が解消され、通勤・通学・コミュニティバスが安全かつ円滑
に通行することが出来るようになりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度
活動実績 m 235 260 
活動見込 m 235 300 420 
達成度 % 100.0% 87.0%

交付金事業の総事業費 令和元年度 令和2年度 令和3年度 備　考
総事業費 6,000,000 6,000,000 令和元年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 6,000,000 6,000,000 12,000,000
うち文部科学省分 0 0
うち経済産業省分 6,000,000 6,000,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
舗装補修工事 指名競争入札 森建設工業(株) 6,765,000

交付金事業の担当課室 農林水産建設部　建設課
交付金事業の評価課室 農林水産建設部　建設課

道路維持工事を
行い、市民の安
全を確保する。

修繕予定箇所
(L=955m)に対す
る修繕延長の割

合

交付金事業の活動指標
及び活動実績

修繕予定箇所(L=955m)
に対する修繕延長の割
合

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号 措置名 交付金事業の名称

5 地域活性化措置 東成瀬村国保診療所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 東成瀬村

交付金事業実施場所 雄勝郡東成瀬村田子内

交付金事業の概要

　医師・看護師を確保し、安定的に医療サービスを提供する体制を整備するため、東成瀬村国保診療
所の医師1名・看護師2名の人件費に交付金を充当します。

○東成瀬村国保診療所の医師1名・看護師2名の人件費（令和2年7月1日～令和2年9月30日の3ヶ月分）

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

【主要政策】
　東成瀬村総合計画　5 医療体制の強化　施策の方向（1）医療体制づくりの推進

【目　　標】
　医療の確保の方針については、県平均を上回る高齢化が進行し、老人医療の需要が増加する一方、
医師の不足が顕在化しており、十分な医療サービスを受けることができないことも想定されることか
ら、広域的な医療体制を確立し、予防からリハビリまで一環した体制づくりをめざします。

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

成果実績 人 3 

目標値 人 3 

達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由

単年度事業のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　医師1名と看護師2名を確保し、安定的な医療サービスを提供することで、地元の診療所で予防から
診断、治療、リハビリ等まで可能な医療体制を維持し、村民の健康を支える保健・医療の充実を図る
ことができました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

活動指標 単位 令和2年度

活動実績 人月 9 

活動見込 人月 9 

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000

交付金充当額 4,400,000

うち文部科学省分

うち経済産業省分 4,400,000
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

医師・看護師人件費 雇用 医師1名・看護師2名 4,835,493

交付金事業の担当課室 　東成瀬村国保診療所

交付金事業の評価課室 　東成瀬村国保診療所

医師1人
看護師2人

診療所の維持
運営に必要な
医師・看護師
数

交付金事業の活動指標及
び活動実績

医師看護師の雇用量
（雇用人数（人）×雇用期
間（月））

交付金事業の成果目標及
び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称
6 地域活性化措置 たしろ保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大館市
交付金事業実施場所 大館市岩瀬字上岩瀬上野

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和5年度
事業期間の設定理由 第2次新大館市総合計画後期基本計画の終期まで

交付金事業の概要

　安心して働き、子育てができる環境作りを積極的に推進するため、土曜保育、延長保育に加え、今
後は未満児保育の拡充等を行うため、たしろ保育園の保育士人件費に交付金を充当します。

○たしろ保育園の保育士6名の人件費（令和2年9月1日～令和2年11月30日の3ヶ月分）

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

【主要政策・施策】
第2次新大館市総合計画後期基本計画
基本目標1　まちや暮らしのなかで市民が活躍し、時代を育む“教育文化都市”
1－1　子育て支援
1－1－2　多様な保育サービスの提供
保育施設や認定こども園等において、子育て家庭の働き方や暮らし方の変化等に伴う多様なニーズに
対し、必要な支援を利用できるよう、延長保育や休日保育など多様な子育て支援サービスの充実を推
進します。　 

【目標】
待機児童数　0人（令和5年度）



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和6年度
成果実績 ％
目標値 ％ 100 

評価年度の設定理由
第2次新大館市総合計画後期基本計画の終期まで

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
活動実績 人月 18 18 18 
活動見込 人月 18 18 18 

達成度 ％ 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成20年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 57,500,000
うち文部科学省分 0 0 0
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士人件費 雇用 保育士6名 5,908,197

交付金事業の担当課室 市民部環境課
交付金事業の評価課室 福祉部子ども課

要保育児の
入所率
100％

要保育児の入
所率：入所者
数÷入所希望
者数×100 達成度 ％

交付金事業の活動指標
及び活動実績

保育士の雇用量（雇用人数
（人）×雇用期間（月））

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称
7 地域活性化措置 かみこあに保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 上小阿仁村
交付金事業実施場所 上小阿仁村小沢田字向川原

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由

交付金事業の概要

　多様化する保育ニーズに的確に対処できるように、延長保育・一時保育の実施など、保育サービス
の維持・充実を図るため、かみこあに保育園の保育士4名の人件費に交付金を充当します。

○かみこあに保育園の保育士4名の人件費（令和2年7月1日～令和2年12月31日の6ヶ月分）

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

第2期　上小阿仁村子ども・子育て支援事業計画（令和2年3月策定）
第2章第4項において、地域の子育て支援拠点事業は、かみこあに保育園で実施することとしており、
第3章第2項において、基本的な視点の1つに上小阿仁村の子どもが元気に育つことを掲げています。



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度
成果実績 人 入所希望37人－入所37人
目標値 人 0人（待機児童）
達成度 ％ 100.0%

評価年度の設定理由
成果指標に対する評価を単年度毎に実施できるため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　上述の成果目標を達成するため、保育士給与に当該交付金を充当し、保育サービスの維持・充実を
図った結果、入所希望児童全員が入所可能となりました。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
活動実績 人月 24 24 24 
活動見込 人月 24 24 24 
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成18年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 66,500,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士人件費 雇用 保育士4名 6,385,716 

交付金事業の担当課室 総務課
交付金事業の評価課室 住民福祉課

待機児童0人
入所希望児童
数－年度当初
入所児童数

交付金事業の活動指標
及び活動実績 保育士の雇用量

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称
8 地域活性化措置 岩見三内保育所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 秋田市
交付金事業実施場所 秋田市河辺三内字外川原

交付金事業の概要

　延長保育等の対応など、安定的な保育サービスの提供を継続的に行うため、岩見三内保育所の保育
士5名の人件費に交付金を充当します。

○岩見三内保育所の保育士5名の人件費（令和2年8月1日～令和2年12月31日の5ヶ月分）

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

【主要政策・施策】 
第13次秋田市総合計画「新・県都『あきた』成長プラン」
　将来都市像4 家族と地域が支えあう元気なまち
　　政策3 次代を担う子どもの育成
　　　政策①　子ども・子育て環境の充実

【目標】
全出生率に占める第2子出生数の割合　40％（令和2年度）

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度
成果実績 人 0 
目標値 人 0 
達成度 100.0%

評価年度の設定理由
子ども・子育て環境の充実のため、年度当初待機児童ゼロを目指しているため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　保育士の人件費に交付金を充当したことで、保育所の安定的かつ円滑な運営が維持でき、当該保育
所においては、年度当初待機児童数ゼロを達成することができました。
　本事業は、子育て支援の拠点として地域に必要不可欠な当該保育所において、利用者の生活実態や
ニーズに即した保育サービスの維持向上に大きく寄与しております。
　引き続き、保育所の安定的かつ円滑な運営、および保育サービスの維持に向けて、保育士を確保
し、待機児童ゼロの継続に努めていきます。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 30年度 令和元年度 令和2年度
活動実績 人月 19 20 25 
活動見込 人月 20 20 25 
達成度 95.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成21年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 53,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士人件費 雇用 保育士5名 7,445,465

交付金事業の担当課室 子ども育成課
交付金事業の評価課室 子ども育成課

年度当初にお
ける待機児童

数ゼロ

入所希望者－入
所決定者－待機
児童定義除外者

交付金事業の活動指標
及び活動実績

保育士の雇用量
（雇用人数（人）×雇
用期間（月））

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称
9 地域活性化措置 市立田沢湖病院運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 仙北市
交付金事業実施場所 仙北市田沢湖生保内字浮世坂

交付金事業の概要

　医療ニーズの高い老年人口の増加、観光客の増加・多様化等に対応できる受け入れ体制を整備する
ため、市立田沢湖病院の看護師21名の人件費に交付金を充当します。

○市立田沢湖病院の看護師21名の人件費（令和2年7月1日～令和2年12月31日の6ヶ月分）

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその
目標

　第二次仙北市総合計画・基本計画（前期）
【施策大綱】優しさにあふれ健やかに暮らせるまち
【施策分野】③健康福祉医療
【施策】医療体制の充実
【主要政策・施策】
　本市においては、医師不足や医療ニーズの高い老年人口の増加、さらには観光客の増加・多様化に
よる患者受け入れ体制の整備等多くの課題があります。このような状況の中、第二次仙北市総合計画
においては、人口減少、高齢化を踏まえた病院経営、安全・安心な医療の提供、経営の健全化・安定
化に努め、質の高いサービスを提供すること等が明記されており、今後はこれらの実現を目指しま
す。
【目標】
　安全・安心な医療の提供、経営健全化・安定化、質の高い医療

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

成果実績 人 21 

目標値 人 21 

達成度 100.0%

評価年度の設定理由
単年度事業のため

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
活動実績 人月 126 126 126 
活動見込 人月 126 126 126 
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 35,081,000 35,913,000 35,299,000 平成28年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 35,081,000 35,913,000 35,299,000 175,762,000
うち文部科学省分

うち経済産業省分 35,081,000 35,913,000 35,299,000
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
看護師人件費 雇用 看護師21名 42,153,246 

交付金事業の担当課室 総務部企画政策課
交付金事業の評価課室 市立田沢湖病院総務管理課

入院の施設
基準を満た
す看護師数

21人

障害者施設等入院基
本料13対1の必要人
数
（1）過去1年の平均
入院患者数：48人
（2）上記（1）の場
合、1日に必要な病
棟勤務看護師数：12
人
（3）上記（2）の人
数を実現するために
必要な病棟勤務看護
師数：21人

交付金事業の活動指標
及び活動実績

看護師の雇用量
（雇用人数（人）×雇
用期間（月））

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称
10 地域活性化措置 湯沢市立皆瀬診療所運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 湯沢市
交付金事業実施場所 湯沢市皆瀬字下菅生

交付金事業の概要

　安心して利用できる医療・福祉・保健活動の拠点として重要となる、湯沢市立皆瀬診療所の医師１
名の人件費に交付金を充当することで、地域の医療体制を確保し、住民の健康な生活の維持を図りま
す。

○湯沢市立皆瀬診療所の医師1名の人件費（令和2年7月1日～令和2年10月31日の4ヶ月分）

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策：
　第2次湯沢市総合振興計画（平成29年度～令和3年度）
　　基本目標2　健康と暮らしを共に支え合う笑顔があふれるまち
　　　5　安心して医療サービスが受けられるまちの構築
　　　　　　生涯にわたって健やかに生活できるよう関係機関との連携強化により、
　　　　　安心な医療環境を維持するとともに、医療保険制度の健全な運営に努めま
　　　　　す。

目標：地域において必要な医療サービスが安定的に提供できる医師数（10万人対）
　　　　平成30年度現状　136.5人（H29数値）
　　　　令和3年度目標　県平均（秋田周辺を除く平均値）175.5人（H28数値）
　　　　※皆瀬診療所の医師確保

事業開始年度 令和2年度 事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

成果実績 人 1 

目標値 人 1 

達成度 100.0%

評価年度の設定理由
第2次湯沢市総合振興計画に規定

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 令和2年度
活動実績 人月 4 
活動見込 人月 4 
達成度 100.0%

交付金事業の総事業費
等

令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000
交付金充当額 4,400,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 医師1名 5,612,000 
交付金事業の担当課室 福祉保健部健康対策課皆瀬診療所
交付金事業の評価課室 総務部企画課企画政策班

皆瀬診療所の
医師数１人

県平均医師数
(175.5人)と
するために必
要な皆瀬診療
所の医師数

交付金事業の活動指標
及び活動実績 医師の雇用量

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称
11 地域活性化措置 横手市立さんない保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 横手市
交付金事業実施場所 横手市山内土渕字菅生

交付金事業の概要

　さんない保育園の保育士給料に充当することで、充実した保育サービスの提供を図ります。さんな
い保育園は山内地域（旧山内村）唯一の保育園で、近隣の最も近い保育園でも7km近く離れています。
市内全域においては希望する保育園に入所できないケースも散見されるものの、地域唯一の保育園か
ら地域唯一の小学校へと進む当地域において、地元保育園への入園希望を100％叶える環境を維持する
ことが、地域の子育て世代はもとより地域住民全体が望むサービスです。

○横手市立さんない保育園の保育士3名の人件費（令和2年7月1日～令和2年12月31日の6ヶ月分）

交付金事業に関係する都
道府県又は市町村の主要
政策・施策とその目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
・第2次横手市総合計画（平成28年度～令和7年度）
・基本目標：1．みんな元気でいきいきと暮らせるまちづくり　施策1－1子育て支援の充実　①多様な
保育ニーズへの対応
・施策の成果指標
　「子育て支援の充実に対する市民満足度」：増加（直近値81.8％※令和2年度市民アンケート）
　「保育所充足率」：100％（※待機児童ゼロ）

事業開始年度 平成27年度 事業終了（予定）年度 令和5年度

事業期間の設定理由
令和6年度（2024年度）にさんない保育園の民営化が計画されており、それまでの間継続的に保育サー
ビスの充実を図るため。



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度
成果実績 ％ 100 

目標値 ％ 100 

達成度 100.0%
評価年度の設定理由

当該年度の保育所充足率については事業終了後に把握できるため、すぐに評価を行います。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　次年度も引き続き保育所充足率100％を達成できるよう、保育サービスの維持を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度
活動実績 人月 18 18 18 
活動見込 人月 18 18 18 
達成度 100.0% 100.0% 100.0%

交付金事業の総事業費
等

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成27年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 26,400,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

人件費 雇用 保育士3名 6,531,906
交付金事業の担当課室 まちづくり推進部山内市民サービス課さんない保育園
交付金事業の評価課室 総務企画部経営企画課

保育所充足率
100％

保育所充足率
（さんない保
育園の希望者
入園率）

交付金事業の活動指標
及び活動実績

当該保育士の勤務(交付金対
象分:例. 3人*6ヶ月=18人
月)

交付金事業の成果目標
及び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

12 地域活性化措置 横手市立ますだ保育園運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 横手市
交付金事業実施場所 横手市増田町増田字七日町

交付金事業の概要

　ますだ保育園の保育士給料に充当することで、充実した保育サービスの提供を図ります。ますだ保
育園は増田地域（旧増田町）唯一の保育園で、近隣の最も近い保育園までは約6.5km離れており、地域
唯一の保育園から地域唯一の小学校へ進むという子育て環境にあることからも、当該地域において地
元保育園に対するニーズは、子育て世代だけでなく地域住民全体からの高い需要があると言えます。

○横手市立ますだ保育園の保育士2名の人件費（令和2年7月1日～令和2年12月31日の6ヶ月分）

事業開始年度 令和2年度 事業終了年度 令和4年度

事業期間の設定理由
　令和7年度（2025年度）からますだ保育園の民営化が計画されている中、当面3年間を交付金充当予
定期間とし、継続的に保育サービスの充実を図るため。

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその

目標

交付金事業に関係する主要政策・施策
・第2次横手市総合計画（平成28年度～令和7年度）
・基本目標：1．みんな元気でいきいきと暮らせるまちづくり　施策1－1子育て支援の充実　①多様な保育ニー
ズへの対応
・施策の成果指標
　「子育て支援の充実に対する市民満足度」：増加（直近値81.8％※令和2年度市民アンケート）
　「保育所充足率」：100％（※待機児童ゼロ）



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

評価年度の設定理由

当該年度の保育所充足率については事業終了後に把握できるため、すぐに評価を行います。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　次年度も引き続き保育所充足率100％を達成できるよう、保育サービスの維持をはかります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

活動指標 単位 令和2年度

達成度 100.0%
交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考

総事業費 2,587,000
交付金充当額 2,587,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 2,587,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
保育士人件費 雇用 保育士2名 4,558,986

交付金事業の担当課室 まちづくり推進部増田市民サービス課ますだ保育園
交付金事業の評価課室 総務企画部経営企画課

保育所充足率
100％

保育所充足率
（ますだ保育
園の希望者入
園率）

成果実績 ％ 100 

目標値 ％ 100 

達成度 ％ 100 

交付金事業の活動指標及
び活動実績

当該保育士の勤務(交付金対
象分:例. 2人*6ヶ月=12人
月)

活動実績 人月 12 

活動見込 人月 12 

交付金事業の成果目標及
び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

13
公共用施設に係る整備、
維持補修又は維持運営等
措置

五城館照明器具ＬＥＤ化第2期工事

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 五城目町
交付金事業実施場所 南秋田郡五城目町字鵜ノ木

交付金事業の概要

　総合交流センター「五城館」館内照明設備をＬＥＤ蛍光管に転換することで、消費電力削減による
ランニングコストの削減やCO2排出量の削減とともに、蛍光管の長寿命化を図り、利用者の利便性を確
保します。

○総合交流センター「五城館」館内照明設備のＬＥＤ化（対象ＬＥＤ台数：193台）

事業開始年度 令和2年度 事業終了年度 令和2年度
事業期間の設定理由

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその

目標

五城目町総合発展計画（平成24年度～平成33年度）
後期基本計画（平成29年度～平成33年度）
第2章 賑わいを興すまちへ（産業振興）
［施策での取り組み方針］
　施策2－2　観光業
観光が庁内産業の有力な産業のひとつとなるよう、町内の観光資源の発掘・連携・活用を進め、町全体で観光
客をもてなす機運を醸成し、また訪れたい地域としての魅力の向上と交流人口の増加を目指します。
【目標】
町の魅力の向上と交流人口の増加という視点に立ち、観光産業としての自立と交流の創出に努め、観光業の振
興を目指します。



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

kwh 9,268.65 
t 4.83 

kwh 9,268.65 
t 4.83 

％ 100 

％ 100 

評価年度の設定理由

交換機器のカタログ値にて評価するため事業実施年度を設定

交付金事業の定性的な成果及び評価等

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

活動指標 単位 平成30年度 令和元年度 令和2年度

達成度 100.0% 100.0% 100.0%
交付金事業の総事業費等 平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　考

総事業費 4,400,000 4,400,000 4,400,000 平成28年度～令和2年度総事業費

交付金充当額 4,400,000 4,400,000 4,400,000 22,000,000
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,400,000 4,400,000 4,400,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
照明器具改修 指名競争入札 船橋電機合資会社 4,715,700

交付金事業の担当課室 商工振興課
交付金事業の評価課室 商工振興課

照明設備を
LED化し、消
費電力やCO2
排出量を削減
する

消費電力
9268.65kwhの
削減
CO2排出量
4.83tの削減

成果実績

目標値

達成度

交付金事業の活動指標及
び活動実績 照明器具ＬＥＤ化

活動実績 台 132 132 193 

活動見込 台 132 132 193 

交付金事業の成果目標及
び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

14 地域活性化措置 生活支援ハウス運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 羽後町
交付金事業実施場所 雄勝郡羽後町下仙道字風平

交付金事業の概要

　一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦が、自宅で生活することに様々な不安や問題が生じた場合に住居
等の提供や各種相談に応じることで、安心した生活を送ることができるようにします。

○高瀬ケアセンターで実施する生活支援ハウス運営事業の委託料（令和2年7月分～令和3年2月分の8ヶ
月分）

事業開始年度 平成30年度 事業終了年度 令和2年度

事業期間の設定理由 第7期高齢者福祉計画 ・介護保険事業計画の終期まで

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその

目標

【主要政策・施策】
　第7期高齢者福祉計画 ・介護保険事業計画（平成30年度～令和2年度）
　第4章高齢者保健福祉サービスの展開　(2）高齢者の住まいへの支援
　60歳以上のひとり暮らし等の方に対して、高瀬生活支援ハウスを住居として提供します。

【目標】
　入居者数13人



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

評価年度の設定理由

1年間の生活支援ハウス平均利用人数を第7期高齢者福祉計画 ・介護保険事業計画の見込み数値としているため。

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　年間利用者数は107人（月平均8.9人）となり年間平均利用率は55.7%となりました。4月から12月は
一月あたり7人から9人の利用者でしたが、冬期の1月から3月は一月あたり11人から14人の利用者と
なっており、入居者の総数は19人と目標値を上回りました。
　町民人口の減少により利用率は減少傾向にあるものの、経済的理由や心身の状況等で在宅での生活
が困難な一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯については今後も見込まれるため、事業の継続は必須
となっています。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

活動指標 単位 令和2年度

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考
総事業費 4,500,000
交付金充当額 4,500,000

うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,500,000

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

委託料 随意契約 羽後町社会福祉協議会 5,020,000
交付金事業の担当課室 財政課
交付金事業の評価課室 企画財政課

入居者数13人
生活支援ハウ
ス平均利用人
数

成果実績 人 19 

目標値 人 13 

達成度 ％ 146.1 

交付金事業の活動指標及
び活動実績 委託先の利用者補助員数

活動実績 人 2 

活動見込 人 2 

交付金事業の成果目標及
び成果実績



Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）
番号 措置名 交付金事業の名称

15
公共用施設に係る整備、維持
補修又は維持運営等措置 街路灯維持運営事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 大仙市
交付金事業実施場所 大仙市大曲地域全域

交付金事業の概要

　大仙市大曲地域にある街路灯の維持運営を円滑に行うことで、道路交通の安全確保や夜間における
犯罪を抑止し、地域住民に安全・安心な生活環境を提供します。

○市が管理する街路灯の維持運営費（電気料金）（令和2年7月支払分～10月支払分の4か月分）

事業開始年度 令和2年度 事業終了年度 令和2年度

事業期間の設定理由

交付金事業に関係する
都道府県又は市町村の
主要政策・施策とその

目標

第2次大仙市総合計画基本構想（平成28年度～令和7年度）
　第3節　住みよいまちを築きます！～安全・安心、都市整備など～
　　3－2　安全・安心体制の充実
　　　3－2－1　交通安全の推進
　　　3－2－2　防犯体制の強化

■目標指標
・交通安全啓発活動の実施　　　7回（令和7年度）
・青色防犯パトロールの実施　200回（令和7年度）



成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和2年度

評価年度の設定理由

交付金事業の定性的な成果及び評価等

　当該施設の電気料金の一部に交付金を充当したことにより、街路灯の安定的な維持管理が可能とな
り、地域住民に安全・安心な生活環境を提供することができました。
　今後も引き続き、街路灯の安定した維持管理に努め、道路交通の安全確保や夜間における犯罪を抑
止します。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

活動指標 単位 令和2年度

達成度 ％ 100.0%

交付金事業の総事業費等 令和2年度 備　考
総事業費 4,579,092
交付金充当額 4,579,092

うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,579,092

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
街路灯電気料 随意契約 東北電力株式会社 7,295,215

交付金事業の担当課室 総務部財政課
交付金事業の評価課室 総務部財政課

地域住民への
安全・安心な
生活環境の提
供

成果実績

目標値

達成度

交付金事業の活動指標及
び活動実績 街路灯契約数

活動実績 件 4,062 

活動見込 件 4,062 

交付金事業の成果目標及
び成果実績
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